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日本文化ふれあいの会 
実行委員長 斉藤 恭輔 

「宇都宮市国際交流協会」が設立されて、はや２１年

目を迎えます。 

宇都宮市内や近郊に住んでおられる外国人の方々に、

日本人と共に「日本文化」に触れ合ってもらうことを目

的に、毎年２月中旬の日曜日に宇都宮市役所１４階の大

会議室をお借りして、「日本文化ふれあいの会」と銘打

って開催しております。 

入場者が直接参加できる「各ブースの展示、体験」、

それに「ステージアトラクション」など、来場者の皆様

が体験し、楽しんでもらえる趣向を取り揃えています。 

 今年も２月１８日の日曜日、盛大に開催されました。 

会場には茶道、華道、書道、着物の着付け、ちぎり絵

など、外国人らに興味のある体験コーナーのブースが１

０か所設けられました。 

中央ステージにおいては、和太鼓、津軽三味線、少林

寺拳法、沖縄のエイサー踊り、日本式の花嫁行列などが

披露され、来場者から大きな拍手が送られました。 

日本文化を「見て、聞いて、触れ合って」をモットー

に、時間の許す限り楽しんでもらいました。 

 約２００名の外国人・日本人の来場者をはじめ、実行

委員、ボランティア、事務局職員を含めた３００名以上

で賑わい、本当に有意義な１日でした。 

 

                        

 

花嫁行列 

 

茶道を初体験 

 

着付けの先生方も大忙し 

 

みんなで記念写真 

 

着物を着てちぎり絵に挑戦 

 

大迫力の和太鼓 

 

三味線の音色に外国人も興味津々 
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ファインフィールドフェスティバル 2018 
実行委員 斉藤 恭輔 

４月２２日の日曜日、明保野町にある宇都宮市文化会

館２階の特設ホールにおいて本年度の「ファインフィー

ルドフェスティバル」が行われました。 

毎年１回、４月の休日を利用して、市民(外国人を含

む)を対象とした大人、子供が共に楽しめるイベントで

す。日本文化委員会としては、茶道、折り紙、ちぎり絵

のブースのワークショップを出展して参加しました。 

 

本年で６回目をかぞえましたが、今年も大盛況で、担

当スタッフは昼食や休み時間も中々間々ならない程で、

終了時間になっても、参加者が多数残っている状態で、

主催者一同うれしい悲鳴をあげるほどでした。 

各ブース、子供からお年寄りまで幅広く体験が出来、

日本文化の良さを再確認していただけたと思っており

ますので、来年もさらに盛り上がった「フェスティバル」

が開催されることを祈念いたします。 
 

フェスタｍｙ宇都宮 2018 国際交流ひろば 

 
  

                         

フェスタｍｙ宇都宮 2018国際交流ひろばが、５月２０日（日）にバンバひろばで開催されました。 

強風が吹く中での幕開けとなりましたが、お昼ごろには穏やかな天気になり、多くの来場者でにぎわいました。

当日の様子を一部紹介します。 

 

臼井理事長挨拶 

 

佐藤市長来賓挨拶 

 

ハーモニカで南米の曲 

 

どじょうすくい 

 

アフリカダンス 

 

沖縄エイサー 

 

ペルーダンス 

 

タルサ市派遣中学生も応援に 

 

姉妹都市交流ブースの皆さん 

 

多くの人で賑う会場 

 

中国の柳琴演奏 

 

子どもフラダンス 

 

折り紙、ちぎり絵コーナー 
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世界料理教室～ベトナム料理～ 
参加者 倉本 朝子 

今回はベトナム料理を習いました。先生はベトナム人

の鈴木リュー先生で、明るく元気で笑顔の素敵な先生で

した。 

 

 まず、春巻きを作りました。 

 大きなライスペーパーにレタス、大葉、ビーフン、海

老、胡瓜など色彩良くきれいに並べて巻くのですが、な

かなか出来ません。太った春巻だったり破れたり、先生

の様には上手に出来ず、大盛り上がりでした。 

 次はベトナムの代表料理のフォー作りです。 

 私が行った時はすでに大きな鍋にスープが作ってあり

ました。鶏が一匹丸ごと入って、他に野菜が乱切で一緒

に入っていて甘味と旨味で出来ていました。 

早即フォーの盛付で、丼の中に味付鶏肉、もやし、葱

などとフォーの麺を入れてスープを掛けます。その上に

ピーナツ入りラー油を乗せると一味も二味も美味しくな

りました。 

その後、先生がデザートを作ってくださいました。さ

つま芋を小さく切りタピオカと牛乳を入れて温めると優

しい味のデザートでした。 

 生春巻は手作りのナンプラーを付けて、フォーはおい

しく食べて、優しいデザートを頂き、参加した皆でベト

ナムの味を満喫することが出来ました。 

前日から用意して頂いたり、料理を教えて頂いたり、

先生方々ありがとうございました。楽しくおいしかった

です。（開催日：平成３０年３月４日（日）＠市総合福祉センター） 

 

いちご狩りを楽しもう＆防災館見学 

～参加した留学生たちの感想～ 

６月３日（日）、待ちに待った交流の日です。まず防

災館に行きました。 

地震が起こったら何をするべきか説明を受け、地震や

台風の体験をしました。重要な情報を貰うことができ、

外国人にとってとても役に立つと思いました。(アリフ) 

 

災害体験コーナで煙の体験が出来なかったので、今で

も後悔しています。 

日本人や外国人の皆さんと一緒だったので、災害時も

みんなで協力しなくては、と思いました。(ヨンチャン) 

 

次は、いよいよイチゴ狩りです。赤羽いちご園に到着

して、とても興奮しました。一生懸命イチゴを摘みまし

た。ビニールハウスの中がとても暑くて、中には２０分

しか居られなかったけど、すごく楽しかったです。(ケン) 

 

イチゴ狩りの後、ボランティアの皆さんが歌を歌って

くれました。 

有名な歌なので嬉しかったです。凄いと思ったのは、

楽器を何も使わずに、口だけで出す高い音と低い音が出

会って、美しい音色になっていたことです。本当に素晴

らしかったです。            (ウショウ) 

様々な人と出会って交流出来たのでとても良い経験に

なりました。みんなで一緒に活動して、その中でみんな

の笑顔を見られたので暑いとも思いませんでした。 

一番心に残ったのはお父さん達からの歌で、暑い中、

美味しいイチゴをたくさんとった後で素敵な歌を聞け

て、本当に最高の一日でした。       (アティ) 

 

                         

 

一期（いちご）一会の記念写真 

 

お鍋いっぱい、美味しくできました！ 
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外国語講座～初めての英会話のコツ～ 
受講者 安井 理恵子 

ピーター先生の「初めての英会話のコツ」が今年の５

月から新しく始まりました。 

アメリカ出身で、いつも笑顔のピーター先生。クラス

もとても和やかな雰囲気です。 

木曜日午後３時３０分から１時間半の授業は、いつも

笑い声が絶えません。 

 

先生はアメリカ本土でも教師のご経験があり、宇都宮

の大学で教鞭をとっておられた教育のプロフェッショ

ナル。英会話が初めての方でも「英会話のコツ」がつか

めるように、基礎から丁寧に楽しく教えて下さいます。 

 

授業のほとんどを英語で進めて下さるので、先生のネ

イティブの発音を聞くのも大変勉強になります。先生は

日本に長く住んでおられ、日本語および日本に関する知

識も詳しい方なので、分からないことを日本語で質問し

ても丁寧に答えて下さいます。 

授業の内容は、テキストと先生作成のプリントを用い

て進められます。基本的な会話受け答えの学習および実

践(スピーキング)、発音練習、ビデオや CD を用いたリ

スニング、など多岐にわたります。 

知識豊富な先生の、アメリカでの生活や行事などのお

話も、アメリカをとても身近に感じられとても興味深い

です。 

こちらの講座は、８月いっぱいで終了いたしますが、

ピーター先生の授業の素晴らしさを皆様に知っていた

だくためにも、ぜひ今後も継続を希望いたします。 

外国語講座～イタリア文化セミナー（火曜日）～ 
クラススタッフ 藤本 由利子 

以前からイタリアに興味が有る私は、是非とも講座を

受けてみたいと思いました。訪問する国を学んでから旅

行するのと、未知の状態とでは目の付け所が違うと勝手

な持論を持ち臨みました。 

歴史から始まり文化、食べ物と、マッテオ先生独自の

素晴らしいイラストや写真を、パワーポイントを使用し

ての楽しい講座でした。 

時折、先生の日本語への変換が怪しい（失礼ですね、ご 

免なさい）言葉も飛び出し、あっという間に時間が過ぎ

ました。 

驚いたのはイタリアの文化や食べ物、嗜好が細かい地

域により、かなり大きく違いがある事を知りました。分

かっているようでも日本人が考えているイタリアは、観

光ブックに載っている僅かな上辺の部分だけと気付か

されました。勿論、これは実際に住んでみないと何処も

同じかも知れませんね。 

最終日には本場のサラダとリゾットを教えて頂きま

した。 

リゾットは、意外にも玉葱をサラダ油で丁寧に炒め、

そこに無洗米を加えて炒めます。そして鶏ガラスープを

かなり薄めて、少しづつ入れて煮込んでいくだけの日本

風にアレンジした簡単なものでした。 

サラダは本場イタリアから取り寄せたアンチョビの

ソースと、シーチキンとレモンを入れての手作りマヨネ

ーズ、意外でした。勿論美味しかったですよ！ 

まだまだ伺いたい事が一杯ありましたが、講座は一応

終了です。教えて頂いた事を忘れないうちに是非イタリ

ア旅行に行きたいなと思いました。 

また機会が有りましたら講座を設けて頂けたら嬉し

いですね。是非お願い致します。 

                        

 
ピーター先生を囲んで 

 

ユーモアたっぷりのマッテオ先生 
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日本語学習支援ボランティア養成講座 
実行委員長 阿部 武 

日本語の教え方講座が今年も開講されています。受講

対象は市内にお住いの一般の方々です。 

４月１４日に開講式が行われ、すでに８回まで終了し

ました。今年の受講者は２２名で全員が女性です。講師

は国際医療福祉大の神山英子先生です。 

講座の内容は昨年と同様ですが、新たに「やさしい日

本語」の講義（１回／２Ｈ）が追加されました。「やさ

しい日本語」とは、阪神・淡路大震災後に生まれた「誰

にもわかるように易しくした日本語」のことで、ご存知

の方も多いと思います。第２回目に行われた講座では、

「外国人にも理解し易い日本語にするための基本的な

ルール」について学びました。 

教室ではグループ活動中心の授業が行われており、６

月末時点で、「みんなの日本語」の第１０課までを終了

しました。７月からは、いよいよ教え方の実習も始まり

ます。教え方の技術を身につける上で実習は欠かせませ

んが、諸般の事情から、今年度は３回に減らさざるを得

ませんでした。少なくはなりましたが、この実習を通じ

て教え方の技術が少しでも向上することを願っていま

す。 

 

また、ボランティアによる日本語支援の活動の様子を

知ってもらうために、今年度も日本語教室の見学を実施

したいと考えています。受講者の皆さんが見学に訪れた

際には、温かく迎えていただきますよう、よろしくお願

いします。 

春休みふれあい集中日本語教室 
実行委員 大久保 恭子 

３月２６日から４月６日まで、土、日曜日を除いての

１０日間、うつのみや表参道スクエア多目的ホールに

て、外国にルーツを持つ小中学生２０名を迎えて日本語

教室を開催しました。 

 

開講式当日、久しぶりに会った仲間と早速じゃれ合う

子、来日直後で緊張して一言も発さない子、部屋に入る

のをためらう子、笑顔でスタッフに挨拶する子など、

様々な表情の子どもたちが集まりました。 

学年、日本語理解度に応じて８グループ（途中から１

０グループ）に分けての支援で、小学入学直前の子から

高校受験を控えている中学生に至るまでの対応は様々

です。 

 

支援スタッフにとっては、子どもたちの現状を見極

め、必要な支援を考えての試行錯誤の日々です。少しで

も子どもたちをリラックスさせようと、ゲームやパズ

ル、お絵かき等を取り入れての工夫を重ねての取り組み

です。鼻血の手当や、トイレのことなど日本語だけでは

ない対応も心掛けなければなりません。 

閉講式には保護者の方たちも出席し、子どもたちの様

子を見ていただきました。歌を歌ったり、詩を朗読した 

り、作文を読んだりして子どもたちなりの成果を発表し

ました。初日の表情とは異なり、それぞれに進歩、成長

した子どもの様子が見られました。 

子どもたちが、このような場を通して、いろいろな国

から来日している仲間と知り合い、上級生たちの姿を

見、スタッフたちとふれ合う中で、少しでも早く日本の

生活に慣れ、私たちの支援の手を必要としなくなること

が私たちの願いでもあるのです。  

 

                         

 
開講式のようす 

 
熱心に教える先生と一生懸命に学ぶ生徒 
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タルサ市への中学生派遣事業 

実行委員長 櫻井 美恵子 

姉妹都市タルサ市(アメリカ オクラホマ州)へ中学２

年生を春休みに派遣して２０年、約４７０人が訪問した

中、今回初めて航空機の数日間に渡るフライト遅延という

アクシデントが発生いたしました。 

しかしながら、団長を中心に引率者と生徒自身がパワフ

ルな努力と対応、また現地の TGA(タルサ グローバル ア

ライアンス)のボランティアの強力かつ親身なサポートに

依り苦境を乗り越えました。 

最終的には派遣が始まって以来、体験した事のないサプ

ライズな時間を過ごす事が出来ました。空港近くのホテル

に全員で２延泊し、単身のホームステイでは味わえない共

通の空間を２３名で持ち、一生忘れ得ないであろう青春の

１ページを過ごしました。この事業を宇都宮市から受託、

推進しています当協会 実行委員会といたしましては、事

前説明会、５回にわたる研修会を通じ、微力ながら支援出

来ました事を悦ばしく思っております。 

 

そして、市庁舎で佐藤栄一市長を囲んだ帰国報告会で

は、今回の派遣事業を通して一人ひとりが「人間力」を増

した事を称えられ、将来自分自身のため、地域のため、国

のために発揮していただきたい、と期待の言葉が掛けられ

ました。（派遣期間：平成３０年３月２４日（土）～４月１日（日）） 

 

 

平成３０年度通常総会 

事務局長 齋藤 和子 

６月１７日（日）午後１時から、うつのみや表参道スク

エア５階の会議室において、会員及び役員を含む４１名に

加え、来賓として市長代理の笹原幸恵市民まちづくり部長

及び篠﨑泉国際交流プラザ所長にご出席いただいて、平成

３０年度の通常総会が開催されました。 

笹原部長からは現在約９千４百人と年々増加傾向にあ

る外国人住民とお互いの文化や価値観の違いを認め合い

ともに暮らしていく多文化共生の地域社会の実現の重要

性や今年度策定予定の「第３次国際化推進計画」取りまと

めへの協力などについてのご挨拶がありました。 

議案は 

① 議案第１号 平成２９年度事業報告（案）及び決算報

告（案）について 

② 議案第２号 平成３０年度事業計画（案）及び予算

（案）について 

③ 議案第３号 役員改選（案）について 

④ 議案第４号 定款の一部改正（案）について 

の４議案です。 

全議案とも、満場一致で原案のとおり承認されました。 

③の議案第３号では、伏島順一理事、双樹典子理事、２名

が任期満了に伴い退任されましたことから、新役員が選任

されました。新役員には絵面照子氏、熊倉シゲ子氏２名が、 

選出されました。新理事のお二人は偶然にもかつて同じ学

校で教鞭をとっておられたとの自己紹介がありました。 

議事終了後、今年度初めての試みとして、日本語教室で

学んでいるカンボジアとベトナム出身の生徒お二人にス

ピーチを披露していただきました。日頃の勉強の成果発表

の良い機会になったと思います。 

３０年度も理事一同また事務局も力を合わせ協会の円

滑な運営と更なる発展に向け、誠心誠意努力してまいりま

すので会員の皆様におかれましてもより一層のご支援ご

協力をお願いいたします。 

なお、例年同様、総会終了後に「フダンカフェ」で交流

会を開催したところ、昨年よりはやや参加が少なく残念で

したがそれでも３４名の参加を得て、普段あまり交流がで

きない会員同志の賑やかな交流の場となりました。 

最後は丸山理事の先導で「宇都宮の歌」を合唱し、記念

撮影なども行い、和や

かな雰囲気の中で終

了となり、有意義な交

流の時間が過ごせた

のではないかと思い

ます。 
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編集・発行 NPO 法人宇都宮市国際交流協会 

〒320-0026 宇都宮市馬場通り 4 丁目 1 番 1 号 

うつのみや表参道スクエア 5 階 

国際交流プラザ内 

Tel: 028(616)1870 Fax: 028(616)1871 

受付時間: 10:00～20:00 

E-mail: ucia@ucia.or.jp 

URL: http://www.ucia.or.jp/ 

井上総合印刷様 広告 

会員になりますと、 
以下の特典があります。 

。 

奇数月に情報誌を
お送りします。 

○●○ 広告募集について ○●○ 

 

UCIA では、年 3 回(7 月、11 月、3 月)会報誌を発行しています。
広告掲載をご希望の方は UCIA へお問い合わせください。 

◆ 費用   15,000 円（5,000 円／回） 

◆ サイズ  6cm×8.5cm 

 

ホームページでも、広告バナーを募集しております。詳細は、
広告バナーページ(http://www.ucia.or.jp/advertisement.html)をご
覧ください。 

 ◆ 費用   3,000 円／月 

  ※ 3 か月から掲載可能です。 

 

 

 
〒320-0066 栃木県宇都宮市駒生１丁目１番６号 

財団法人栃木県青年会館 
TEL.028(624)1417(代) FAX.028(624)1843 
http://www2.ocn.ne.jp/~concere/ 
E-mail:concere@olive.ocn.ne.jp 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

 
 

NPO 法人宇都宮市国際交流協会 

Utsunomiya City International Association 

NonProfit Organization 

国際交流いつやるの？ 今でしょ！！ 
 

◆外国人のための日本語教室  ◆外国語講座 

◆日本文化教室        ◆姉妹都市交流 

◆国際理解教室        ◆翻訳・通訳 

◆国際交流イベント 

◆外国人のための総合相談   

様々な国際交流の
に参

加できます。 

お知らせ 

◆３０年度の事業予定◆（一部） 
○外国人のための日本語教室（通年） 

○楽しく学ぼう外国語講座（後期講座１０月開講） 

○宮まつりよさこい踊り（８月５日） 

○姉妹都市との交流事業（派遣３事業、受入１事業） 

○世界の絵本を楽しもう（９月９日） 

○ハイキング＆バーベキューの集い（９月３０日） 

○着物着付け体験（１０月２８日） 

○ボジョレヌーヴォーを楽しむ会（１１月１５日） 

○「日本文化ふれあいの会」（２月１７日） 

○ボランティア通訳のための月例英語研修会（第３・４土曜日） 

いろいろな国の人が楽しく交流するイベントです。 

◎参加費無料 ◎予約不要 

 

詳しくはＵＣＩＡまでお問い合わせください。 

国際交流サロン 

毎月第４土曜日 16：00～18：00 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

